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東日本大震災 復興事業支援

日中は独仏協力条約に学ぼう

チャリティ・コンサートを開催

左から吉岡望

大島富士子

遠藤和歌子

（第 12 号 ）

―ヴェルダンの戦いから欧州連合まで―
横浜日独協会会長 早瀬 勇
フランクフルトから隣国ルクセンブルクに転勤になり
（1975 年）、フランスやベルギーが距離的にも文化的に
も身近になった。まず食事が違う。そこにはフランス料
理の美味（quality）とドイツ的ヴォリューム（quantity）
が共存していた。
ある週末、美しいステンドグラスで有名なランスの聖
堂を観て帰路に着いたが、暗い田舎道で迷い深夜小さな
街のホテルに転がり込んだ。翌朝ホテルの窓を開けると
目の前が第一次大戦の戦勝記念碑だった。世界史で習っ
たヴェルダンの古戦場である。独仏両軍の死傷者は７０
万人を越え、写真を見ると敵味方が重なり合って死体の
山を作っている。背筋が凍った。1916 年の十ヶ月間にわ
たるミューズ川両岸での執拗で熾烈な消耗戦は、隣国同
士の数百年にわたる怨念の象徴でもあったが、ドイツ軍
の敗北に終わった。
古来、戦争は隣国同士に最も多く、往々にして執拗な
報復戦争となる。とくに宗教が民族主義のバックボーン
となっている国々では異教徒との宥和はきわめて難しい。
しかし日中は違う。中東とは根本的に異なり、日中間に
は民族の類似性と親近感がある。
来年 2013 年は、戦後独仏が怨念を超えて絆を確認しあ
った独仏協力条約（エリーゼ条約）５０周年に当る。ヴ
ェルダンであれほど悲惨な殺し合いをした両国が、47 年
を経た 1963 年にこの条約を締結した。（その前に欧州石
炭鉄鋼共同体条約が 1951 年締結。
）そして更に 50 年後の
今、独仏はＥＵ27 カ国を牽引している。これまでの独仏
両国市民の“草の根交流”も忘れてはならない。今では
毎年数十万人の青少年が相互訪問し、両国民の持続的相
互理解を支えている。
独仏の宥和と結束に至るまでには傑出した指導者がい
た。シューマン仏外相の優れた先見性と忍耐強い説得が
石炭・鉄鋼の欧州共同管理を実現し、独アデナウアー首
相と仏ドゴール大統領の強力なリーダーシップでエリー
ゼ条約が結ばれた。日中両国は平和友好条約（１９７８）
に魂を入れるときである。習近平政権と堂々と渡り合え
る胆力のある日本のリーダーが渇望されている。国運の
分岐点とも言える今月 16 日の衆議院選挙で最も必要な
ものは、
「国際的視野で国益を最優先する」有権者の投票
行動であろう。

遠藤香奈子の出演者

11 月 3 日大倉山記念館ホールで成功裡に終わりま
した。当日ご挨拶されたユーデック理事（どこでもエ
コカー代表）があらためて、皆さまご協力の方々への
感謝の次のメッセージを寄せられました。
＊＊＊
Liebe Mitglieder und Freunde der JDG Yokohama,
heute wende ich mich nicht als Riji der JDGY an
Sie, sondern als Daihyou Riji von DoCoDeMo Eco
Car (DDEC). Die JDGY hat am 3. November ein
Benefiz-Konzert veranstaltet, dessen Erlös und
Spenden über 120,000 Yen für DDEC eingebracht
haben. Dies hat alle Beteiligten und mich
besonders gefreut. Können wir doch so den
Menschen im Katastrophengebiet noch besser
helfen.
Noch einmal vielen Dank an alle Teilnehmer und
Spender.
Hans-Henning Judek
＊＊＊
なお、12 月 17 日（月）午後 9 時～9 時 30 分放映予定
の神奈川テレビ「佐藤しのぶ出逢いのハーモニー」に
Judek さんが出演されます。

法人会員
株式会社文芸社
ウィンクレル株式会社
ボッシュ株式会社
フェリス女学院大学
モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合
株式会社テレビ神奈川
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１０月例会
講演会「日本人の戦争観―三つの戦争観―」
に出席して
会員 四方田 彰
10 月 13 日，横浜ワールドポー
ターズにおいて，神奈川大学学長
の中島三千男先生より「日本人の
戦争観－三つの戦争観－」のご講
演を頂きました。折しも，尖閣諸
島を日本が国有化したことに対
して，中国国内で日本企業に対す
る暴動問題が勃発した時期と重
（四方田彰氏） なったため，講演後の茶話会にお
いては，活発な意見交換が行われました。
講演の中では，三つの戦争観として「被害者・犠牲
者としての戦争観」
，
「加害者・侵略者としての戦争観」
，
「自存・自衛，アジア解放のための戦争観」に関する
研究の一部をお聞かせ頂きました。
戦争を経験された方が多く抱いていると思われる
「被害者・犠牲者としての戦争観」や，若い世代の日
本人が戦後教育として受けた「加害者・侵略者として
の戦争観」以外にも，「自存・自衛，アジア解放のた
めの戦争観」が存在することに驚くとともに，第二次
世界大戦において日本がどのような立場で戦争を行
ってきたか，改めて考えるきっかけとなりました。
若い世代，とりわけ戦争経験者から戦時中の体験談
を聞く機会の無い世代にとって，戦後の戦争観の多く
は「加害者・侵略者としての戦争観」であり，多くの
日本人が否定も肯定もすることなく，単に事実として
受け入れてきたように思われます。もちろん，第二次
世界大戦を「自存・自衛，アジア解放」として肯定す
る訳ではありませんが，新たな発見ができたことは大
きな収穫でした。
昨今のアジア情勢は，日中，日韓，日露との領土問
題や，日韓との従軍慰安婦賠償問題など，避けては通
れない問題がまだまだ山積みとなっています。こうし
た国々と外交交渉を行う際に，「加害者・侵略者とし
ての戦争観」のみを抱いたままでは，果てしない戦後
賠償を永遠と行う事となってしまうでしょう。
戦争被害を受けたアジアの国々にとって，戦争被害
そのものが外交カードとして有効な事は事実であり
ますが，日本が戦争被害を受けたアジア諸国に対して，
戦後賠償の一環として相応の経済協力や人道的支援
を行ってきたという自負も決して忘れてはならない
のではないでしょうか。
もちろん，一方的な自負ばかりでは，こうした国々
とのあつれきは無くなりません。そのため，今後も今
まで以上の民間レベルの人的交流や人道的支援を通
じ，相互国における国民的理解を得ること無しに，真
の意味で「戦後の賠償」は終わったとは言えないと私
は思います。
今回，「日本人の戦争観」というテーマを通じ，日
本とアジアが抱える問題に関し，改めて考える機会を
頂いた中島三千男先生に御礼を申し上げるとともに，
次の世代につながる戦争観とは何か，私なりに考えて
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みたいと思いました。

（講演する中島学長）

（講演会会場）

ドイツ クリスマスマーケット
in 都筑
日時：12 月 8 日（土）10 時～20 時
9 日（日）10 時～18 時
会場:センター北駅前芝生広場
（横浜市営地下鉄 センター北駅前）
・ドイツ関連食品・雑貨販売
(ソーセージ、ドイツビール、グリューワイン、ドイツ輸入雑貨他)

・独逸学園生徒の美術作品展示・コーラス
・ステージ上での様々な催し
・ドイツ文化セミナー

主催：都筑・ドイツ交流イベント実行委員会
後援：横浜日独協会
問い合わせ：948-2238 Fax:948-2239

2012 年 11 月例会

東日本大震災
会員

能登

復興事業支援チャリティコンサートに参加して

八祚子

（能登八祚子氏）
11 月 3 日 文化の日、大倉山記念館ホールで、東
日本大震災チャリティコンサートが開催されまし
た。記念館は東横線大倉山駅横の傾斜道を 7~8 分上
った所にありますが、緑豊かな丘の上に建ち、秋は
紅葉、春は梅、桜を楽しみながら訪れることが出来
る会場です。大倉邦彦氏が一個人で創設したとは思
えない程、どっしりとした趣のある建物です。正面
階段を昇るとホールがあり、６：３０の開演に合わ
せて会員、非会員の皆様が集い、満席となりました。

第二部のピアノとヴァイオリンの二重奏は、チャ
ーミングな遠藤ご姉妹の演奏で、聴き慣れた曲から
普段あまり聞かれない曲まで、幅広く楽しませて頂
きました。中でもクライスラーの有名な 2 曲と流麗
なベートーベンのロマンスへ長調がとても印象的
でした。丁度ドイツに暮らしていた時の、教会やホ
ールでのコンサートに身を置いているような気が
致しました。

演奏後、ユーデック理事が東北での「ドコデモエ
コカー」の活動状況につきお話しになりましたが、
まだまだ回復には程遠く、現地でのご苦労は大変な
ものがあることが良く理解出来まして、このチャリ
ティコンサートもそうですが、私どもひとりひとり
が夫々の立場から支援が出来れば、と強く感じまし
た。
最後に、昨年のフェリスホールでの横浜日独協会
設立記念音楽会に続き、このようにレベルの高いコ
ンサートを楽しませて頂き、本当に有難うございま
した。

演奏に先立ち早瀬会長の歓迎ご挨拶があり、続いて
ソプラノの大島富士子さんの演奏が始まりました。綺
麗な舞台姿に加えお声が更に素晴らしく、最初の金子
みすゞの詩と中田喜直の歌曲集はじんと心に染みま
した。もっと時間があれば全曲を聴いてみたいと思わ
せる程でした。欧州のクリスマスキャロルでは、各国
の言葉でお歌いになり楽しませて下さり、もうこんな
季節になったのかと、ドイツの静かなクリスマスを思
い出しておりました。最後のシューベルトの歌曲は発
音も発声も美しく、高音部も柔らかな響きで、流石長
い間ウイーンで歌っておられた方とつくづく堪能さ
せて頂きました。
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行事予定

ベルリン独日協会からの連絡紹介

■平成 24 年 12 月例会：
日時；12 月 8 日（土）午後２：００～５：００
会場；グリーンズ・ハーバー横浜関内店
横浜市中区羽衣町 2-7-4 Tel 045-260-0455
会費；女性―4000 円、男性－6000 円
申込未了の方は至急事務局へ電話でご連絡下さい。

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen in
Japan,
nach der Dreifachkatastrophe in Japan haben wir
unverzüglich eine Spendensammlung begonnen, die
insgesamt ca. 220.000,- Euro erbracht hat. Neben
anderen Spenden haben wir uns in Rikuzentakata an
der Errichtung eines Community-Centers beteiligt
(unser Anteil: 100.000,- Euro). Wie Sie den beigefügten
Fotos von Anfang November entnehmen können, ist
das Gebäude bald fertig. Die Einweihung wird

■平成 25 年 1 月例会：
講演；「資産運用の ABC」
―老後の為のお金の上手な運用って、
本当にあるのでしょうか？―
講師：向井 稔氏 会員
日本投資顧問業協会元副会長
日時； 1 月 20 日（日）午後３：００～６：００
会場；横浜ワールドポーターズ６階会議室①＋②
会費；1000 円、懇親会 500 円

am Sonntag, dem 9. Dezember 2012 um
11.00 Uhr stattfinden. Von Seiten unserer DJG
wird unser Vizepräsident, Herr Takeya, teilnehmen
und die Deutsche Botschaft wird von Herrn
Herzberg, Gesandter und Ständiger Vertreter des
Botschafters vertreten.

■平成 25 年 2 月例会
講演； 「ハンス・ホッタ―；人と芸術」
講師：
森 文彦氏
会員
名歌手ハンス・ホッター氏に師事した体験
の中からの貴重なお話
日時；2 月 17 日（日）午後２：３０～５：００
会場；吉野町市民プラザ会議室(地下鉄吉野町駅
3 分）
会費；1000 円、懇親会 500 円

日本の友人の皆さん
昨年起きた３重の震災の後直ちに私達は被災地支
援の寄付募金活動を開始し、これまでに約２２万ユ
ーロの寄付が集まりました。
いくつかの被災地復興支援のプロジェクトに寄付
を提供してきましたが、なかでも陸前高田市の上長
部地区コミュニティ・センター（公民館）の建設に
参加しています。（１０万ユーロを提供）。添付に
あります１１月初旬撮影の写真からも見てとれる
通り、公民館の建設工事はまもなく終了、完成式

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

編集後記

典が 2012 年 12 月 9 日（日）午前 11 時より開
催されます。私達ベルリン独日協会代表として竹

今月から会報のレイアウトのお手伝いを始めま
した山口利由子です。お役にたてたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。（山口）

谷副会長が式典に参加します。在日ドイツ大使館か
らはヘルツベルグ公使・大使代行が参加されます。
お時間とご興味のある方はどなたでも式典にご出
席戴けます。
住所は岩手県陸前高田市気仙町字上長部 245-３
です。あるいは竹谷氏宛直接メールにてご連絡下さ
い。takeya@toyo-gmbh.de
敬具
ベルリン独日協会会長
クルト・ゲルガー

山口さんのセンスと経験が随所に出ていると思
います。３頁のイラストは如何ですか？素敵ですね。
これからも楽しみです。
12 月号は 8 日の例会、8～9 日の横浜日独協会後
援「ドイツクリスマスマーケット in 都筑」が控え
ており早目の発行が要請されていましたが、お陰さ
まで実現できました。
理事のユーデックさんが、多忙な中被災地の為に
奮闘されている事は知られていますが、17 日のテレ
ビ放映を是非ご覧いただきたいと思います。また、
ベルリン独日協会からの連絡も掲載しております。
ドイツからの支援に感謝したいと思います。
2012 年、会報 Der Hafen も多彩な記事、ご寄稿を
掲載、偶数月に計６回発行することが出来ました。
来年も宜しくお願いします。
Frohe Weihnacht und ein glückliches neues Jahr
（大久保）

写真

横浜日独協会ホームページ
URL:http://jdgy.sub.jp/index.html
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